
№ 所管課 例規名 様式番号 様式名

1 総務課 佐久市行事の共催等に関する取扱要綱 様式第１号 行事共催等承認申請書
総務課 様式第４号 行事結果報告書

2 総務課 佐久市公共施設事業補助金交付要綱 様式第１号 補助金交付申請書
総務課 様式第２号 実績報告書
総務課 様式第３号 事業内容変更申請書
総務課 様式第４号 事業中止（廃止）申請書

3 総務課 佐久市防犯協会活動費交付金交付要綱 様式第１号 佐久市防犯協会活動費交付金交付申請書
総務課 様式第６号 佐久市防犯協会活動費交付金活動実績報告書

4 総務課 佐久市区等活動費交付金交付要綱 様式第１号 佐久市区等活動費交付金交付申請書
総務課 様式第４号 佐久市区等活動費交付金活動実績報告書

5 総務課 佐久市区⾧業務交付金交付要綱 様式第１号 佐久市区⾧業務交付金交付申請書
6 税務課 佐久市固定資産税等に関する返還金支払要綱 様式第１号 相続人代表者指定（変更）届出書

税務課 様式第２号 共有代表者指定（変更）届出書

7 危機管理課
佐久市自主防災組織防災資機材整備等事業補助金
交付要綱

様式第１号 佐久市自主防災組織防災資機材整備等事業補助金交付申請書

危機管理課 様式第２号 佐久市自主防災組織防災資機材整備等事業実績報告書

8 危機管理課
佐久市私立学校等防災機能整備事業助成金交付要
綱

様式第１号 佐久市私立学校等防災機能整備事業承認申請書

危機管理課 様式第５号 佐久市私立学校等防災機能整備事業実績報告書
9 危機管理課 佐久市消防施設等整備事業補助金交付要綱 様式第１号 消防施設等整備事業補助金交付申請書

危機管理課 様式第２号 消防施設等整備事業完了届
10 危機管理課 佐久市消防団分団活動費交付金交付要綱 様式第１号 佐久市消防団分団活動費交付金交付申請書

危機管理課 様式第４号 佐久市消防団分団活動実績報告書

11 臼田支所
佐久市臼田健康活動サポートセンターチャレンジショップ
運営要綱

様式第１号 佐久市臼田健康活動サポートセンターチャレンジショップ出店申請書

臼田支所 様式第３号 佐久市臼田健康活動サポートセンターチャレンジショップ実績報告書
12 望月支所 佐久市下宿住宅等改修補助金交付要綱 様式第１号 佐久市下宿住宅等改修補助金交付申請書

望月支所 様式第４号 誓約書
望月支所 様式第５号 佐久市下宿住宅等改修補助金変更・中止承認申請書
望月支所 様式第６号 佐久市下宿住宅等改修補助金実績報告書

13 企画課
佐久市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要
綱

様式第１号 佐久市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書

企画課 様式第４号 佐久市地域おこし協力隊起業等支援補助金変更・中止承認申請書
企画課 様式第５号 佐久市地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書

14 企画課 佐久大学ヒューマンケア学部設置事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久大学ヒューマンケア学部設置事業補助金交付申請書

企画課 様式第３号 佐久大学ヒューマンケア学部設置事業変更承認申請書
企画課 様式第４号 佐久大学ヒューマンケア学部設置事業中止（廃止）承認申請書
企画課 様式第５号 佐久大学ヒューマンケア学部設置事業実績報告書

押印の義務付けを廃止する行政手続の一覧（要綱）
別表２
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15 広報広聴課 佐久市まちづくり活動支援金交付要綱 様式第１号 佐久市まちづくり活動支援金交付申請書
広報広聴課 様式第２号 佐久市まちづくり活動変更承認申請書
広報広聴課 様式第３号 佐久市まちづくり活動中止（廃止）承認申請書
広報広聴課 様式第４号 佐久市まちづくり活動実績報告書

16 契約課
佐久市の発注する物品の購入、製造、委託等の業務に
係る競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する
要綱

様式第３号 物品購入等入札（見積）参加願記載事項変更届

契約課 様式第２号 建設工事（建設コンサルタント等）入札参加資格審査申請書記載事項変更届
17 契約課 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱 様式第１号 事後審査型一般競争入札参加申請書

契約課 様式第２号 事後審査型一般競争入札参加資格確認書
契約課 様式第３号 配置技術者決定届
契約課 様式第５号 競争入札参加資格がないとされた理由説明請求書
契約課 様式第６号 建設工事に係る営業所専任技術者名簿一覧

18 契約課 佐久市総合評価落札方式実施要綱 様式第１号 事後審査型一般競争入札参加申請書（総合評価落札方式）
契約課 様式第２号 価格以外の評価点申請書
契約課 様式第４号 価格以外の評価点に係る疑義照会書

19 契約課 佐久市電子入札試行要綱 様式第１号 紙入札参加申請書
20 移住交流推進課 佐久市移住促進住宅取得費等補助金交付要綱 様式第１号 佐久市移住促進住宅取得費補助金交付申請書

移住交流推進課 様式第２号 誓約書兼同意書
移住交流推進課 様式第３号 佐久市移住促進住宅改修費補助金交付申請書

移住交流推進課 様式第４号
佐久市移住促進新幹線通勤定期券購入費補助金交付申請書（勤務先の給与事務担当者の確認
を除く。）

移住交流推進課 様式第５号 佐久市移住促進住宅取得費等補助事業変更・中止承認申請書
移住交流推進課 様式第６号 佐久市移住促進住宅取得費補助金実績報告書
移住交流推進課 様式第７号 佐久市移住促進住宅改修費補助金実績報告書

21 移住交流推進課 佐久市移住促進サポート清掃費等補助金交付要綱 様式第１号 佐久市移住促進サポート清掃費等補助金交付申請書

22 移住交流推進課
佐久市ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金
交付要綱

様式第１号 移住支援金交付対象者登録申請書

移住交流推進課 様式第４号 移住支援金交付申請書兼実績報告書
移住交流推進課 様式第４号の２ 移住支援金の交付申請に関する誓約書

23 移住交流推進課
佐久市リモートワーク実践者スタートアップ支援金交付要
綱

様式第２号 リモートワーク申告書兼誓約書

移住交流推進課 様式第３号
リモートワーク実践者スタートアップ支援金（新幹線乗車券購入費支援金）申請書兼実績報告書
（勤務先の給与事務担当者の確認を除く。）

移住交流推進課 様式第４号 新幹線利用明細報告書兼誓約書
移住交流推進課 様式第５号 リモートワーク実践者スタートアップ支援金（シェアオフィス等利用支援金）申請書兼実績報告書

24 健康づくり推進課 佐久市保健補導員会活動費交付金交付要綱 様式第１号 佐久市保健補導員会活動費交付金交付申請書
健康づくり推進課 様式第４号 佐久市保健補導員会活動実績報告書
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25 健康づくり推進課 佐久市コウノトリ支援事業実施要綱 様式第１号 コウノトリ支援事業助成金交付申請書

26 健康づくり推進課 佐久市妊婦一般健康診査県外受診助成金交付要綱 様式第１号 佐久市妊婦一般健康診査県外受診助成金交付申請書（実績報告書)

27 健康づくり推進課 佐久市産後ケア事業（専門相談支援）実施要綱 様式第１号 佐久市産後ケア事業利用申請書

28 健康づくり推進課 佐久市産婦健康診査事業県外受診助成金交付要綱 様式第１号 佐久市産婦健康診査県外受診助成金交付申請書（実績報告書）

29 健康づくり推進課 佐久市骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱 様式第１号 佐久市骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書（ドナー用）
健康づくり推進課 様式第２号 佐久市骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書（事業所用）

30 健康づくり推進課
佐久市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成金
交付要綱

様式第１号 佐久市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成金交付申請書（実績報告書）

31 健康づくり推進課
佐久市休日救急歯科診療所運営事業補助金交付要
綱

様式第１号 佐久市休日救急歯科診療所運営事業補助金交付申請書

健康づくり推進課 様式第２号 佐久市休日救急歯科診療所運営事業（開設準備）計画書
健康づくり推進課 様式第５号 佐久市休日救急歯科診療所運営事業変更承認申請書
健康づくり推進課 様式第６号 佐久市休日救急歯科診療所運営事業中止（廃止）承認申請書
健康づくり推進課 様式第７号 佐久市休日救急歯科診療所運営事業実績報告書

32 国保医療課
佐久市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要
綱

様式第１号 国民健康保険高額療養費受領委任払承認申請書

国保医療課 様式第３号 国民健康保険高額療養費受領委任払支給申請書（同意書兼委任状欄を除く。）
33 国保医療課 佐久市人間ドック受診者補助金交付要綱 様式第１号 佐久市人間ドック受診者補助金交付申請書（医療機関記入欄を除く。）

34 環境政策課 佐久市猫繁殖制限手術費補助金交付要綱 様式第１号
佐久市猫繁殖制限手術費補助金交付申請書（兼請求書）（飼い猫用）（申請者欄及び獣医師
証明欄を除く。）

35 環境政策課 佐久市小規模水道維持管理指導要綱 様式第１号 飲料水供給施設・簡易給水施設設置届
環境政策課 様式第３号 簡易専用水道・準簡易専用水道設置届

36 環境政策課 佐久市災害時における生活用水の確保に関する要綱 様式第１号 佐久市災害時協力井戸指定（更新）申出書
環境政策課 様式第３号 佐久市災害時協力井戸変更届
環境政策課 様式第４号 佐久市災害時協力井戸標識再交付申請書
環境政策課 様式第５号 佐久市災害時協力井戸指定解除申出書

37 環境政策課 佐久市太陽光エネルギー普及事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市太陽光エネルギー普及事業補助金交付申請書
環境政策課 様式第２号 佐久市太陽光エネルギー普及事業変更承認申請書
環境政策課 様式第３号 佐久市太陽光エネルギー普及事業中止・廃止承認申請書
環境政策課 様式第４号 佐久市太陽光エネルギー普及事業補助金実績報告書

38 環境政策課 佐久市太陽光発電設備の設置等に関する要綱 様式第１号 標識設置届
環境政策課 様式第２号 太陽光発電設備設計等事前協議書
環境政策課 様式第４号 太陽光発電設備変更届出書
環境政策課 様式第５号 太陽光発電設備着手届出書
環境政策課 様式第６号 太陽光発電設備運転開始等届出書
環境政策課 様式第７号 太陽光発電設備管理等報告書
環境政策課 様式第８号 太陽光発電設備運用管理報告書
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環境政策課 様式第９号 太陽光発電設備撤去等届出書
環境政策課 様式第１０号 太陽光発電設備撤去等完了届書

39 環境政策課
佐久市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金交
付要綱

様式第１号 佐久市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金交付申請書

環境政策課 様式第２号 佐久市木質バイオマス熱利用設備導入事業変更承認申請書
環境政策課 様式第３号 佐久市木質バイオマス熱利用設備導入事業中止・廃止承認申請書
環境政策課 様式第４号 佐久市木質バイオマス熱利用設備導入事業実績報告書

40 生活環境課 佐久市生活路線バス運行費等補助金交付要綱 様式第１号 佐久市生活路線バス運行費補助金交付申請書
生活環境課 様式第２号 佐久市生活路線バス買換車両購入費補助金交付申請書

41 生活環境課 佐久市デマンドタクシー輸送事業実施要綱 様式第１号 佐久市デマンドタクシー輸送事業運行状況等報告書
42 生活環境課 佐久市共同住宅等のごみ管理要綱 別記様式 共同住宅等のごみ管理責任者選任・変更届
43 生活環境課 佐久市生活環境整備事業補助金交付要綱 様式第１号 生活環境整備事業補助金交付申請書

生活環境課 様式第３号 生活環境整備事業変更承認申請書
生活環境課 様式第４号 生活環境整備事業中止承認申請書
生活環境課 様式第５号 生活環境整備事業廃止承認申請書
生活環境課 様式第６号 生活環境整備事業完了期限延⾧承認申請書
生活環境課 様式第７号 生活環境整備事業補助金交付申請取下書
生活環境課 様式第９号 生活環境整備事業補助金延滞金免除申請書
生活環境課 様式第１０号 生活環境整備事業財産処分承認申請書

44 生活環境課 佐久市衛生委員会活動費交付金交付要綱 様式第１号 佐久市衛生委員会活動費交付金交付申請書
生活環境課 様式第４号 佐久市衛生委員会活動費交付金活動実績報告書

45 生活環境課 佐久市⾧野県民交通災害共済会費市費負担要綱 別記様式 ⾧野県民交通災害共済会費市費負担申請書

46 生活環境課
佐久市消費者被害防止対策機器購入費補助金交付
要綱

様式第１号 佐久市消費者被害防止対策機器購入費補助金交付申請書

生活環境課 様式第２号 佐久市消費者被害防止対策機器購入費補助金変更（中止）承認申請書
生活環境課 様式第３号 佐久市消費者被害防止対策機器購入費補助金機器購入実績報告書

47 生活環境課 佐久市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱 （平 別記様式 佐久市生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書（兼請求書）（申請者欄を除く。）
48 下水道課 佐久市下水道引込管工事施行要綱 様式第１号 下水道引込管工事申請書

下水道課 様式第２号 地上権設定確約書
下水道課 様式第３号 下水道引込管工事に伴う誓約書

49 下水道課
佐久市ディスポーザ排水処理システム設置指導基準に
関する要綱

様式第１号 ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書

下水道課 様式第２号 誓約書
下水道課 様式第３号 ディスポーザ排水処理システム使用開始届
下水道課 様式第４号 ディスポーザ排水処理システム使用停止届
下水道課 様式第５号 ディスポーザ排水処理システム維持管理報告書
下水道課 様式第６号 ディスポーザ排水処理システム使用者変更届

50 下水道課
佐久市生活雑排水共同処理施設維持管理事業補助
金交付要綱

様式第１号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業補助金交付申請書
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下水道課 様式第３号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業変更承認申請書
下水道課 様式第４号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業中止承認申請書
下水道課 様式第５号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業廃止承認申請書
下水道課 様式第６号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業完了期限延⾧承認申請書
下水道課 様式第７号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業補助金交付申請取下書
下水道課 様式第９号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業補助金返還期限延⾧申請書
下水道課 様式第１０号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業補助金返還請求取消申請書
下水道課 様式第１１号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業補助金延滞金免除申請書
下水道課 様式第１２号 生活雑排水共同処理施設維持管理事業財産処分承認申請書

51 下水道課 佐久市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 様式第１号 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書
下水道課 様式第５号 浄化槽設置整備事業変更（中止・廃止）承認申請書
下水道課 様式第６号 浄化槽設置整備事業実績報告書

52 下水道課 佐久市浄化槽の設置等に係る指導基準に関する要綱 様式第１号 浄化槽放流水地下浸透試験事前協議書

下水道課 様式第２号 し尿浄化槽設計概要書
53 下水道課 佐久市浄化槽法事務取扱要綱 様式第１号 浄化槽設置届

下水道課 様式第２号 設置の届出
下水道課 様式第３号 変更の届出
下水道課 様式第７号 工事完了報告書
下水道課 様式第９号 浄化槽使用開始報告書
下水道課 様式第１０号 浄化槽技術管理者変更報告書
下水道課 様式第１１号 浄化槽管理者変更報告書
下水道課 様式第１２号 浄化槽使用休止届出書
下水道課 様式第１３号 浄化槽使用再開届出書
下水道課 様式第１４号 浄化槽廃止届出書

54 下水道課
佐久市浄化槽放流水の地下浸透に係る指導基準に関
する要綱

様式第１号 浄化槽放流水地下浸透処理に係る水質測定結果報告書

下水道課 様式第２号 浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書
55 福祉課 佐久市成年後見制度利用支援事業実施要綱 様式第１号 佐久市成年後見人等報酬助成金交付申請書

56 福祉課 佐久市民生児童委員協議会活動費交付金交付要綱 様式第１号 佐久市民生児童委員協議会活動費交付金交付申請書

福祉課 様式第４号 佐久市民生児童委員協議会活動実績報告書
57 福祉課 佐久市結婚支援事業補助金交付要綱 様式第３号 誓約書
58 福祉課 佐久市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱 様式第１号 佐久市住宅手当支給申請書

福祉課 様式第２号 佐久市入居予定住宅に関する状況通知書
福祉課 様式第３号 佐久市入居住宅に関する状況通知書
福祉課 様式第５号 住宅確保報告書
福祉課 様式第８号 佐久市住宅手当支給変更申請書
福祉課 様式第１０号 佐久市住宅手当支給申請書（新年度継続用）



№ 所管課 例規名 様式番号 様式名

押印の義務付けを廃止する行政手続の一覧（要綱）
別表２

福祉課 様式第１１号 常用就職届
福祉課 様式第１２号 佐久市住宅手当支給申請書（期間延⾧用）
福祉課 様式第１５号 佐久市住宅手当支給停止届
福祉課 様式第１７号 佐久市住宅手当支給再開届

59 福祉課 佐久市被災者生活再建支援金支給要綱 様式第１号 佐久市被災者生活再建支援金支給申請書
60 福祉課 佐久市地域活動支援センター事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市地域活動支援センター事業補助金交付申請書

福祉課 様式第２号 佐久市地域活動支援センター事業実績報告書
61 福祉課 佐久市意思疎通支援事業実施要綱 様式第２号 登録通訳者派遣申請書

福祉課 様式第４号 手話通訳等派遣実施報告書
62 福祉課 佐久市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 様式第３号 誓約書

福祉課 様式第７号 佐久市タイムケア事業登録介護者指定受託通知書
福祉課 様式第８号 佐久市タイムケア事業利用登録証
福祉課 様式第９号 利用登録証及び佐久市タイムケア事業利用確認票
福祉課 様式第１０号 佐久市タイムケア事業利用登録証変更（廃止）届

63 福祉課 佐久市障害（児）者等自立生活体験事業実施要綱 様式第１号 佐久市障害（児）者等自立生活体験事業実施申請書

福祉課 様式第６号 佐久市障害（児）者等自立生活体験事業実施記録票
福祉課 様式第７号 佐久市障害（児）者等自立生活体験事業実施確認票

64 福祉課 佐久市訪問入浴サービス事業実施要綱 様式第１号 訪問入浴サービス申請書
65 福祉課 佐久市重度障害者介護用品給付要綱 様式第１号 重度障害者介護用品給付申請書
66 福祉課 佐久市更生訓練費給付事業実施要綱 様式第１号 佐久市更生訓練費支給申請書

福祉課 様式第２号 佐久市更生訓練費支給申請書（委任用）

67 福祉課
佐久市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交
付要綱

様式第１号 障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書

福祉課 様式第３号 障害者にやさしい住宅改良促進事業計画変更（中止・廃止）承認申請書
福祉課 様式第４号 障害者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書

68 福祉課 佐久市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱 様式第１号 身体障害者用自動車改造費補助金交付申請書

福祉課 様式第２号 身体障害者用自動車改造実績報告書

69 福祉課
佐久市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交
付要綱

様式第１号 佐久市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書

福祉課 様式第３号 佐久市身体障害者自動車運転免許取得費補助金実績報告書
70 福祉課 佐久市日常生活用具給付等事業実施要綱 様式第１号 佐久市日常生活用具給付・貸与申請書

福祉課 様式第４号 佐久市日常生活用具給付券
71 福祉課 佐久市移動支援事業実施要綱 様式第１号 佐久市移動支援事業利用申請書
72 福祉課 佐久市日中一時支援事業実施要綱 様式第１号 佐久市日中一時支援事業利用申請書

福祉課 様式第５号 佐久市日中一時支援事業所登録申請書
福祉課 様式第８号 佐久市日中一時支援事業所登録変更等届出書
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73 福祉課
佐久市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律による基準該当生活介護等に係る介
護給付費助成金交付要綱

様式第１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による基準該当生活介護等に係る
介護給付費助成金交付申請書

74 福祉課
佐久市心身障害児（者）通所通園費等推進事業補
助金交付要綱

様式第１号 佐久市心身障害児（者）通所通園費等推進事業補助金交付申請書

福祉課 様式第３号 佐久市心身障害児（者）通所通園費等推進事業補助金実績報告書

75 福祉課
佐久市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金
交付要綱

様式第１号 佐久市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付申請書

福祉課 様式第３号 佐久市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等実績報告書

76 福祉課
佐久市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要
綱

様式第１号 佐久市障害児通園施設利用者負担金軽減申請書

福祉課 様式第４号 佐久市障害児通園施設利用児療育支援事業実施計画書
福祉課 様式第６号 佐久市障害児通園施設利用児療育支援事業実績報告書

77 子育て支援課 佐久市児童遊園遊具設置等事業補助金交付要綱 様式第１号 児童遊園遊具設置等事業補助金申請書
子育て支援課 様式第４号 児童遊園遊具設置等事業計画変更承認申請書
子育て支援課 様式第５号 児童遊園遊具設置等事業中止・廃止承認申請書
子育て支援課 様式第６号 児童遊園遊具設置等事業実績報告書

78 子育て支援課
佐久市幼児教育・保育の無償化に係る副食費負担軽
減補助金交付要綱

様式第１号 佐久市幼児教育・保育の無償化に係る副食費負担軽減補助金交付申請書（同意書欄を除く。）

子育て支援課 様式第３号 佐久市幼児教育・保育の無償化に係る副食費負担軽減補助金変更承認申請書
79 子育て支援課 佐久市保育所⾧時間保育実施要綱 様式第１号 ⾧時間保育利用（変更）申込書
80 子育て支援課 佐久市私立幼稚園施設整備事業補助金交付要綱 様式第１号 私立幼稚園施設整備事業補助金交付申請書

子育て支援課 様式第２号 着工届
子育て支援課 様式第３号 完了届
子育て支援課 様式第５号 事業内容変更届
子育て支援課 様式第６号 工事の中止（廃止）届

81 子育て支援課 佐久市私立幼稚園運営費補助金交付要綱 様式第１号 私立幼稚園運営費補助金交付申請書
子育て支援課 様式第３号 実績報告書

82 子育て支援課 佐久市保育所通園費補助金交付要綱 様式第１号 保育所通園費補助金交付申請書
子育て支援課 様式第２号 保育所通園費補助金交付申請書
子育て支援課 様式第３号 保育所通園費補助金実績報告書

83 子育て支援課
佐久市民間保育所等施設整備資金利子補給金交付
要綱

様式第１号 民間保育所施設整備資金利子補給金交付申請書

84 子育て支援課 佐久市私立保育所等運営費補助金交付要綱 様式第１号 私立保育所運営費補助金交付申請書
子育て支援課 様式第２号 私立保育所運営費補助事業実績報告書

85 子育て支援課
佐久市私立保育所等冷房設備設置事業補助金交付
要綱

様式第１号 佐久市私立保育所等冷房設備設置事業補助金交付申請書

子育て支援課 様式第５号 佐久市私立保育所等冷房設備設置事業内容変更申請書
子育て支援課 様式第６号 佐久市私立保育所等冷房設備設置事業中止（廃止）申請書
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子育て支援課 様式第７号 佐久市私立保育所等冷房設備設置事業実績報告書
86 子育て支援課 佐久市特別保育事業補助金交付要綱 様式第１号 特別保育事業補助金交付申請書

子育て支援課 様式第４号 特別保育事業実績報告書
子育て支援課 様式第６号 特別保育事業計画変更（中止・廃止）届

87 子育て支援課 佐久市一時保育事業実施要綱 様式第１号 一時保育申請書
88 子育て支援課 佐久市保育所における苦情等事務処理要綱 様式第２号 苦情等受付報告書

子育て支援課 様式第３号 苦情等解決結果報告書
89 子育て支援課 佐久市休日保育実施要綱 様式第１号 休日保育利用登録申請書

子育て支援課 様式第３号 休日保育利用申込書（勤務先証明欄を除く。）
子育て支援課 様式第４号 休日保育変更（辞退）届

90 子育て支援課 佐久市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱 様式第１号 佐久市母子家庭等家庭生活支援員派遣申請書
91 子育て支援課 佐久市高等職業訓練促進給付金等支給要綱 様式第１号の２ 地方税情報の取得に関する同意書

子育て支援課 様式第１号の３ 地方税情報の取得に関する同意書
92 子育て支援課 佐久市自立支援教育訓練給付金支給要綱 様式第１号の２ 地方税情報の取得に関する同意書

93 子育て支援課
佐久市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格
支援事業実施要綱

別紙様式 佐久市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書

94 子育て支援課 佐久市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市放課後児童クラブ事業補助金交付申請書
子育て支援課 様式第３号 佐久市放課後児童クラブ事業補助金変更交付申請書
子育て支援課 様式第５号 佐久市放課後児童クラブ事業補助金実績報告書

95 高齢者福祉課 佐久市社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱 様式第１号 福祉施設等整備事業補助金交付申請書
高齢者福祉課 様式第２号 着工届
高齢者福祉課 様式第３号 完了届
高齢者福祉課 様式第５号 事業内容変更届
高齢者福祉課 様式第６号 工事の中止（廃止）届

96 高齢者福祉課
佐久市馬坂・広川原地域在宅介護支援に対する助成
事業実施要綱

様式第１号 馬坂・広川原地域在宅介護支援に対する助成金交付申請書

高齢者福祉課 様式第３号 馬坂・広川原地域在宅介護支援に対する助成金変更交付申請書
高齢者福祉課 様式第５号 馬坂・広川原地域在宅介護支援に対する助成事業着手届
高齢者福祉課 様式第６号 馬坂・広川原地域在宅介護支援に対する助成事業完了届
高齢者福祉課 様式第８号 馬坂・広川原地域在宅介護支援に対する助成事業中止（廃止）届

97 高齢者福祉課
佐久市外国人高齢者及び外国人障害者特別給付金
支給要綱

様式第１号 佐久市外国人高齢者及び外国人障害者特別給付金支給申請書

98 高齢者福祉課 佐久市小規模ケア施設整備補助金交付要綱 様式第１号 佐久市小規模ケア施設整備補助金交付申請書
高齢者福祉課 様式第３号 佐久市小規模ケア施設整備補助金変更交付申請書
高齢者福祉課 様式第５号 佐久市小規模ケア施設整備事業着手届
高齢者福祉課 様式第６号 佐久市小規模ケア施設整備事業完了届
高齢者福祉課 様式第８号 佐久市小規模ケア施設整備事業内容変更届
高齢者福祉課 様式第９号 佐久市小規模ケア施設整備事業中止・廃止届

99 高齢者福祉課 佐久市要介護高齢者介護用品給付要綱 別紙様式 要介護高齢者介護用品給付申請書
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100 高齢者福祉課
佐久市シルバー人材センター運営事業補助金交付要
綱

様式第１号 シルバー人材センター運営事業補助金交付申請書

高齢者福祉課 様式第２号 シルバー人材センター運営事業計画変更（中止・廃止）承認申請書
高齢者福祉課 様式第３号 シルバー人材センター運営事業実績報告書
高齢者福祉課 様式第５号 シルバー人材センター財産処分承認申請書

101 高齢者福祉課
佐久市はいかい高齢者家族支援サービス事業補助金
交付要綱

様式第１号 佐久市はいかい高齢者家族支援サービス事業補助金交付申請書

102 高齢者福祉課 佐久市老人クラブ等補助金交付要綱 様式第１号 老人クラブ等補助金交付申請書
高齢者福祉課 様式第２号 老人クラブ等補助事業実績報告書

103 高齢者福祉課
佐久市地域介護・福祉空間整備事業等補助金交付
要綱

様式第１号 佐久市地域介護・福祉空間整備事業等補助金交付申請書

高齢者福祉課 様式第３号 佐久市地域介護・福祉空間整備事業等補助金変更交付申請書
高齢者福祉課 様式第５号 佐久市地域介護・福祉空間整備事業完了届
高齢者福祉課 様式第６号 佐久市地域介護・福祉空間整備推進事業完了届

104 高齢者福祉課
佐久市高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交
付要綱

様式第１号 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書

高齢者福祉課 様式第３号 高齢者にやさしい住宅改良促進事業計画変更（中止・廃止）承認申請書
高齢者福祉課 様式第４号 高高齢者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書

105 高齢者福祉課 佐久市家庭ごみ収集支援事業実施要綱 様式第３号 佐久市家庭ごみ支援事業利用実績報告書
106 高齢者福祉課 佐久市寝たきり老人等一時入所実施要綱 様式第１号 寝たきり老人等一時入所申請書

高齢者福祉課 様式第４号 寝たきり老人等一時入所受託通知書
高齢者福祉課 様式第５号 寝たきり老人等一時入所期間変更申請書

107 高齢者福祉課 佐久市高齢者等訪問理美容サービス事業実施要綱 様式第１号 佐久市高齢者等訪問理美容サービス利用申請書
高齢者福祉課 様式第３号 佐久市高齢者等訪問理美容サービス利用券

108 高齢者福祉課 佐久市あいとぴあ臼田短期入所実施要綱 様式第１号 あいとぴあ臼田短期入所申請書
高齢者福祉課 様式第４号 あいとぴあ臼田短期入所受託通知書
高齢者福祉課 様式第５号 あいとぴあ臼田短期入所期間変更申請書

109 高齢者福祉課
佐久市地域医療介護総合確保基金事業（介護施設
等整備分）補助金交付要綱

様式第１号 佐久市地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）補助金交付申請書

高齢者福祉課 様式第３号 佐久市地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）補助金変更交付申請書
高齢者福祉課 様式第４号 佐久市地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）の中止（廃止）申請書
高齢者福祉課 様式第５号 佐久市地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）事前着手届
高齢者福祉課 様式第６号 佐久市地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）補助金実績報告書

110 高齢者福祉課
佐久市認知症カフェ（オレンジカフェ）設立事業補助金
交付要綱

様式第１号 佐久市認知症カフェ（オレンジカフェ）設立事業補助金交付申請書

高齢者福祉課 様式第３号 佐久市認知症カフェ（オレンジカフェ）設立事業変更承認申請書
高齢者福祉課 様式第４号 佐久市認知症カフェ（オレンジカフェ）設立事業廃止承認申請書
高齢者福祉課 様式第５号 佐久市認知症カフェ（オレンジカフェ）設立事業補助金実績報告書

111 高齢者福祉課 佐久市訪問介護利用者負担軽減実施要綱 様式第１号 介護保険利用者負担額減額申請書
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高齢者福祉課 様式第３号 訪問介護利用者負担額減額認定証

112 高齢者福祉課
佐久市中山間地域等の地域における加算に係る利用
者負担軽減事業実施要綱

様式第２号 中山間地域等の地域における加算に係る訪問介護利用者負担額軽減確認申請書

高齢者福祉課 様式第４号 中山間地域等の地域における加算に係る訪問介護利用者負担額軽減確認証再交付申請書
高齢者福祉課 様式第５号 中山間地域等の地域における加算に係る訪問介護利用者負担額軽減確認証記載事項変更届

113 高齢者福祉課
佐久市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域
密着型介護予防サービス事業所等の指定等に関する
要綱

様式第１号 佐久市指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所等指定申請書

高齢者福祉課 様式第２号 変更届出書
高齢者福祉課 様式第３号 廃止・休止・再開届出書
高齢者福祉課 様式第４号 指定辞退届出書

114 高齢者福祉課
佐久市介護予防・日常生活支援サービス事業実施要
綱

様式第１号 介護予防・日常生活支援総合事業指定第１号事業者指定申請書

高齢者福祉課 様式第３号 変更（廃止・休止）申請書
高齢者福祉課 様式第５号 事業再開申請書
高齢者福祉課 様式第７号 介護予防・日常生活支援総合事業指定第１号事業者指定更新申請書
高齢者福祉課 様式第９号 住民主体サービス実施団体登録申請書
高齢者福祉課 様式第１０号 誓約書

115 高齢者福祉課 佐久市生活支援サービス等支援補助金交付要綱 様式第１号 佐久市生活支援サービス等支援補助金交付申請書
高齢者福祉課 様式第５号 佐久市生活支援サービス等支援補助事業変更・廃止・休止承認申請書
高齢者福祉課 様式第７号 佐久市生活支援サービス等支援補助事業実績報告書

116 高齢者福祉課
佐久市指定介護予防支援事業所の指定等に関する
要綱

様式第１号 指定介護予防支援事業所指定申請書

高齢者福祉課 様式第２号 変更届出書
高齢者福祉課 様式第３号 廃止・休止・再開届出書
高齢者福祉課 様式第４号 指定介護予防支援事業所指定更新申請書

117 農政課 佐久市故郷ふれあい交流事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市故郷ふれあい交流事業補助金交付申請書
農政課 様式第２号 誓約書
農政課 様式第３号 佐久市故郷ふれあい交流事業実績報告書

118 農政課
佐久市「暮らしとしての農業」農家創出事業補助金交
付要綱

様式第１号 佐久市「暮らしとしての農業」農家創出事業補助金交付申請書

農政課 様式第２号 誓約書
農政課 様式第３号 佐久市「暮らしとしての農業」農家創出事業実績報告書

119 農政課 佐久市農業振興事業補助金等交付要綱 様式第１号 農業振興事業補助金等交付申請書
農政課 様式第２号 農業振興事業変更承認申請書
農政課 様式第３号 農業振興事業中止承認申請書
農政課 様式第４号 農業振興事業中止承認申請書
農政課 様式第５号 農業振興事業廃止承認申請書
農政課 様式第６号 農業振興事業完了期限延⾧承認申請書
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農政課 様式第７号 農業振興事業補助金等交付申請取下書
農政課 様式第８号 農業振興事業実施状況報告書
農政課 様式第１１号 農業振興事業補助金等返還期限延⾧申請書
農政課 様式第１２号 農業振興事業補助金等返還請求取消申請書
農政課 様式第１３号 農業振興事業補助金等延滞金免除申請書
農政課 様式第１４号 農業振興事業財産処分承認申請書

120 農政課 佐久市農業経営安定資金利子補給金交付要綱 様式第１号 農業経営安定資金利子補給承認申請書
農政課 様式第３号 農業経営安定資金融資実行報告書
農政課 様式第４号 農業経営安定資金利子補給金交付申請書

121 農政課 佐久市新規就農者定着支援事業補助金等交付要綱 様式第１号 佐久市新規就農者定着支援事業補助金等交付申請書

農政課 様式第２号 営農計画書
農政課 様式第５号 確約書
農政課 様式第６号 誓約書
農政課 様式第７号 佐久市新規就農者定着支援事業実績報告書

122 農政課 佐久市防除用機械貸付要綱 様式第１号 防除用機械借受申請書
農政課 様式第２号 防除用機械返納届書

123 耕地林務課 佐久市土地改良区交付金交付要綱 様式第１号 土地改良区交付金交付申請書
124 耕地林務課 佐久市農林業土木事業実施要綱 様式第１号 佐久市農林業土木事業実施承認申請書

耕地林務課 様式第３号 佐久市農林業土木事業実績報告書
125 耕地林務課 佐久市多面的機能支払交付金交付要綱 様式第１号 佐久市多面的機能支払交付金交付申請書

耕地林務課 様式第２号 佐久市多面的機能支払交付金変更承認申請書
耕地林務課 様式第３号 佐久市多面的機能支払交付金中止承認申請書
耕地林務課 様式第４号 佐久市多面的機能支払交付金実績報告書
耕地林務課 様式第５号 佐久市多面的機能支払交付金の仕入れに係る消費税等相当額報告書

126 耕地林務課 佐久市森林整備地域活動支援交付金交付要綱 様式第２号 森林整備地域活動交付金配分方法申出書
耕地林務課 様式第３号 森林整備地域活動実施協定廃止（変更）申出書
耕地林務課 様式第４号 森林整備地域活動交付金返還申出書

127 耕地林務課 佐久市野生鳥獣被害対策事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市野生鳥獣被害対策事業実施計画承認申請書
耕地林務課 様式第２号 佐久市野生鳥獣被害対策事業補助金交付申請書
耕地林務課 様式第３号 佐久市野生鳥獣被害対策事業変更承認申請書
耕地林務課 様式第４号 佐久市野生鳥獣被害対策事業中止・廃止承認申請書
耕地林務課 様式第５号 佐久市野生鳥獣被害対策事業実績報告書

128 耕地林務課
佐久市地域で進める里山集約化事業交付金交付要
綱

様式第５号 施業同意書

耕地林務課 様式第６号 佐久市地域で進める里山集約化事業調査調書
129 商工振興課 佐久市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱 様式第１号 補助金交付申請書
130 商工振興課 佐久市中小企業振興資金利子補給金交付要綱 様式第１号 佐久市中小企業振興資金利子補給金交付申請書

商工振興課 様式第３号 佐久市中小企業振興資金利子補給金実績報告書
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131 商工振興課 佐久市工業立地推進事業費補助金交付要綱 様式第１号 工業立地推進事業費補助金交付申請書
商工振興課 様式第２号 工業立地推進事業変更承認申請書
商工振興課 様式第３号 工業立地推進事業中止（廃止）承認申請書
商工振興課 様式第４号 工業立地推進事業完了期限延⾧承認申請書
商工振興課 様式第５号 工業立地推進事業費補助金交付申請取下書
商工振興課 様式第７号 工業立地推進事業（工業用地基盤整備事業）実績報告書

132 商工振興課 佐久市ものづくり支援事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市ものづくり支援事業補助金交付申請書
商工振興課 様式第４号 佐久市ものづくり支援事業変更承認申請書
商工振興課 様式第５号 佐久市ものづくり支援事業中止（廃止）承認申請書
商工振興課 様式第６号 佐久市ものづくり支援事業実績報告書

133 商工振興課 佐久市移住者雇用対策事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市移住者雇用対策事業補助金交付申請書
商工振興課 様式第２号 雇用計画書
商工振興課 様式第３号 誓約書
商工振興課 様式第４号 佐久市移住者雇用対策事業実績報告書

134 商工振興課 佐久市インターンシップ事業実施要綱 様式第１号 佐久市インターンシップ事業所登録申込書
商工振興課 様式第２号 佐久市インターンシップ事業参加申込書
商工振興課 様式第３号 佐久市インターンシップ事業実施報告書

135 商工振興課 佐久市インターンシップ事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市インターンシップ事業補助金交付申請書兼佐久市インターシップ事業実施報告書
商工振興課 様式第１号の２ 佐久市インターンシップ事業補助金交付申請書兼佐久市インターシップ事業実施報告書

136 商工振興課 佐久市中小企業者資格取得費補助金交付要綱 様式第１号 佐久市中小企業者資格取得費用補助金交付申請書
商工振興課 様式第２号 佐久市中小企業者資格取得費実績報告書

137 商工振興課 佐久市空き店舗対策事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市空き店舗対策事業補助金交付申請書
商工振興課 様式第２号 佐久市空き店舗対策事業補助金実績報告書

138 商工振興課 佐久市地域経済循環創造事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市地域経済循環創造事業補助金計画協議書
商工振興課 様式第３号 佐久市地域経済循環創造事業補助金事前着手承認届出書
商工振興課 様式第５号 佐久市地域経済循環創造事業補助金交付申請書
商工振興課 様式第７号 佐久市地域経済循環創造事業補助金事業変更申請書
商工振興課 様式第８号 佐久市地域経済循環創造事業補助金実績報告書
商工振興課 様式第１０号 佐久市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書

139 商工振興課 佐久市雇用対策事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市雇用対策事業補助金交付対象者登録申請書
商工振興課 様式第２号 雇用計画書
商工振興課 様式第４号 対象労働者に係る同意書
商工振興課 様式第５号 誓約書
商工振興課 様式第８号 佐久市雇用対策事業補助金交付申請書兼実績報告書

140 都市計画課 佐久市開発指導要綱 様式第１号 標識等設置届
都市計画課 様式第２号 利害関係者との協議経緯書
都市計画課 様式第３号 宅地等開発行為事前協議書
都市計画課 様式第４号 中高層建築物等建築行為事前協議書
都市計画課 様式第６号 事業着手届
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都市計画課 様式第７号 事業内容等変更届
都市計画課 様式第８号 行為者等変更届
都市計画課 様式第９号 事業完了届
都市計画課 様式第１０号 事業廃止届
都市計画課 様式第１１号 事業施行状況報告書

141 都市計画課 佐久市市街地再開発事業等補助金交付要綱 様式第１号 佐久市市街地再開発事業等採択申請書
都市計画課 様式第２号 佐久市市街地再開発事業施行者申請事項変更届
都市計画課 様式第３号 佐久市市街地再開発事業等補助金交付申請書
都市計画課 様式第４号 佐久市市街地再開発事業等変更承認申請書
都市計画課 様式第５号 佐久市市街地再開発事業等中止（廃止）承認申請書
都市計画課 様式第６号 佐久市市街地再開発事業等遂行状況報告書
都市計画課 様式第７号 佐久市市街地再開発事業等実績報告書

142 都市開発室 佐久市土地区画整理事業助成要綱 様式第１号 土地区画整理事業技術的援助申請書
都市開発室 様式第３号 土地区画整理事業補助金交付申請書
都市開発室 様式第４号 土地区画整理事業利子補給金交付申請書

143 建築住宅課 佐久市景観育成住民協定認定要綱 様式第１号 景観育成住民協定認定申請書
建築住宅課 様式第２号 景観育成住民協定変更等届出書

144 建築住宅課 佐久市営住宅建替事業等実施要綱 様式第２号 仮住居借受申込書
建築住宅課 様式第５号 明渡し承諾書

145 建築住宅課 佐久市木造住宅耐震診断事業実施要綱 様式第１号 耐震診断申請書

146 建築住宅課
佐久市木造住宅耐震改修事業補助金の交付等に関
する要綱

様式第１号 佐久市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書

建築住宅課 様式第３号 佐久市木造住宅耐震改修事業計画変更承認申請書
建築住宅課 様式第５号 佐久市木造住宅耐震改修事業計画遅滞等報告書
建築住宅課 様式第７号 佐久市木造住宅耐震改修事業計画廃止（中止）届
建築住宅課 様式第１１号 住宅耐震改修証明申請書
建築住宅課 様式第１２号 証明申請書

147 建築住宅課
佐久市住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金交付
要綱

様式第１号 佐久市住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金交付申請書

建築住宅課 様式第３号 佐久市住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金変更承認申請書
建築住宅課 様式第５号 佐久市住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金中止届出書
建築住宅課 様式第６号 佐久市住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金実績報告書

148 建築住宅課 佐久市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市災害危険住宅移転事業補助金交付申請書
建築住宅課 様式第５号 佐久市災害危険住宅移転事業変更承認申請書
建築住宅課 様式第７号 佐久市災害危険住宅移転事業遅滞報告書
建築住宅課 様式第９号 佐久市災害危険住宅移転事業中止（廃止）届
建築住宅課 様式第１０号 佐久市災害危険住宅移転事業実績報告書

149 建築住宅課
佐久市租税特別措置法の規定による優良宅地等認定
事務取扱要綱

様式第１号 優良宅地認定申請書
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建築住宅課 様式第３号 優良住宅認定申請書

150 建築住宅課 佐久市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付申請書

建築住宅課 様式第３号 佐久市アスベスト飛散防止対策事業変更・中止（廃止）承認申請書
建築住宅課 様式第４号 佐久市アスベスト飛散防止対策事業実績報告書

151 建築住宅課 佐久市空き家再生等推進事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市空き家再生等推進事業補助金交付申請書
建築住宅課 様式第３号 佐久市空き家再生等推進事業変更承認申請書
建築住宅課 様式第５号 佐久市空き家再生等推進事業中止届
建築住宅課 様式第６号 佐久市空き家再生等推進事業実績報告書
建築住宅課 様式第９号 佐久市空き家再生等推進事業に係る管理活用報告書

152 建築住宅課 佐久市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱 様式第１号 佐久市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書
建築住宅課 様式第４号 佐久市ブロック塀等撤去事業計画変更承認申請書
建築住宅課 様式第７号 佐久市ブロック塀等撤去事業計画廃止（中止）届
建築住宅課 様式第８号 佐久市ブロック塀等撤去事業完了実績報告書


